山形市旭が丘
１,２００ 万円

【戸建】

山形市緑町1丁目
【ﾏﾝｼｮﾝ】

５５０ 万円

天童市久野本3丁目
【店舗事務所】

１,８５０万円

南小学校近く安心の通学地
山形市中心部の分譲マンション 天童王将通りロードサイド店
前面道路幅員6ｍの北東角地です
ｾｶﾝﾄﾞﾊｳｽや収益物件に 商業施設で賑わいのある街並み
小学校へ 200ｍ
スーパーや菓子
店、飲食店が
近隣に充実して
います♪

●土地／130.29㎡(39.41坪）
●建物／78.66㎡(23.79坪)
●構造／木造２階建(５ＤＫ)
●築年月／昭和51年12月
●学区／南小・山形六中
●交通／元木バス停徒歩6分
●備考／駐車2台分確保可

東根市中央4丁目
【戸建】

３,８００ 万円

１,５８０ 万円

【戸建】

築４年！大手ハウスメーカー施工 ﾘﾌｫｰﾑ後の住居に快適入居♪
太陽光パネル付オール電化住宅
国道112号線へアクセス良好！
設備充実！
蓄熱暖房機 , 食
洗器 ,24h 換気
ｼｽﾃﾑ付 , 外物置
芝生庭付 ,1.5F
の収納部屋有

様々な業種の
店舗事務所に
オススメ！
搬出入に大活
躍のﾘﾌﾄ付！

単身者向け１ＤＫ
山形市街地中心部の
便利な立地にあり、
セカンドハウスや
収益物件としても
おすすめです。

寒河江市本楯4丁目

●専有／21.84㎡(6.60坪）
●構造／RC造７階建の６階(１ＤＫ)
●築年月／昭和63年10月
●管理費･修繕積立金／5,760円･4,875円
●学区／山形四小・山形五中
●交通／新築西通りバス停徒歩1分
●備考／いつでも内覧可

●土地／277.60㎡(83.97坪）
●建物／243.44㎡(73.64坪)
●構造／鉄骨･木造2階建
●築年月／平成5年3月
●交通／熊野神社前バス停徒歩6分
●備考／商品搬出入リフト、業務用ｸｰﾗｰ
ｴｱｺﾝ等有、融雪設備あり

●土地／236.27㎡(71.47坪）
●建物／132.49㎡(40.07坪)
●構造／木造2階建(５ＬＤＫ+収納室）
●築年月／平成27年9月
●学区／東根小・東根一中
●交通／JRさくらんぼ東根駅 2km
●備考／カーポート2台分有

山形市宮町3丁目

山形市長町

山形市上町3丁目

新庄市上金沢町
１,８８０ 万円

【戸建】

JR新庄駅へ徒歩圏内
3世代大家族で暮らせる大きな住宅

【ﾘﾌｫｰﾑ内容】
ｷｯﾁﾝ・ﾄｲﾚ・洗面
化粧台新品、
ｸﾛｽ貼替、畳表
替、屋根塗装等

●土地／371.02㎡(112.23坪）
●建物／186.18㎡(56.31坪)
●構造／木造2階建(９ＤＫ）
●築年月／平成8年12月(R1.5月ﾘﾌｫｰﾑ)
●学区／中部小・陵南中
●交通／JR寒河江駅 2km
●備考／未登記車庫物置有

地下水利用の
消雪設備有！
1F 車庫物置
2・3F 居宅
小学校約 300ｍ
通学安心！

●土地／342.53㎡(103.61坪）
●建物／453.25㎡(137.10坪)
●構造／木･鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階建(12LDK）
●築年月／平成7年5月
●学区／日新小・日新中
●交通／JR新庄駅 1.2㎞
●備考／居住中、駐車5台以上可

不 動 産 売 買 専 門 店
山形市城西町5丁目
２,７００ 万円

【土地】

【土地】

１,２００ 万円

【土地】

１,２８０ 万円

【事務所ｱﾊﾟｰﾄ】

７５０ 万円

南道路 整形地96坪 建築条件無！

建築条件無！JR北山形駅約560ｍ 建築条件無！病院･商業施設近く

1F事務所2F住居おすすめ収益物件

●土地／319.47㎡（96.63坪）
●地目／宅地
●用途地域／第1種低層住居専用地域
●建ぺい率・容積率／50％・100％
●学区／山形十小、山形二中
●交通／JR山形駅1.9㎞
●備考／築古建物有、解体渡し

●土地／163.60㎡（49.48坪）
●地目／宅地
●用途地域／工業地域（準防火地域）
●建ぺい率・容積率／60％・200％
●学区／山形三小、山形五中
●交通／JR北山形駅徒歩7分
●備考／築古建物有、解体渡し

●土地／87.84㎡（26.57坪）
●建物／112.67㎡(34.08坪)
●構造／木造2階建（1K・2DK・事務所）
●築年月／昭和53年3月(S62.12増築)
●学区／山形二小・山形三中
●交通／JR山形駅約1.7㎞
●備考／駐車場2台(ﾋﾞﾙﾄｲﾝ)

山形市青田2丁目
【戸建】

２,４００ 万円

全居室6帖以上の広々住宅５ＤＫ
●土地／307.69㎡（93.07坪）
●建物／168.92㎡(51.09坪)
●構造／木造2階建（５ＤＫ）
●築年月／昭和51年10月
●学区／南小・山形六中
●交通／元木バス停徒歩10分
●備考／車庫2台分有

西川町間沢
２５０万円

【戸建】

国道112号線沿 コンビニ近所
●土地／694.91㎡(210.21坪)
●建物／138.49㎡(41.89坪)
●構造／木造2階建（８Ｋ+納戸）
●築年月／昭和45年5月
●学区／西川小・西川中
●交通／JR左沢駅約10㎞
●備考／倉庫有、駐車4台

山形市円応寺町
【戸建】

５３０ 万円

山形市中心部〈1000万円以下〉
●土地／129.62㎡（39.21坪）
●建物／121.73㎡(36.82坪)
●構造／木造2階建（６ＤＫ）
●築年月／昭和45年1月(H1増築)
●学区／山形三小・山形五中
●交通／薬師町バス停徒歩2分
●備考／駐車場無、

白鷹町荒砥甲
５５０万円

【戸建】

荒砥駅徒歩利用

ｷｯﾁﾝ食洗器付

●土地／400.17㎡(121.05坪)
●建物／209.76㎡(63.45坪)
●構造／木造2階建（６ＬＤＫ）
●築年月／昭和45年4月(H10年増築)
●学区／荒砥小・白鷹中
●交通／荒砥駅徒歩7分
●備考／駐車3台

●土地／265.19㎡（80.21坪）
●地目／宅地
●都市計画／市街化調整区域※1(緩和
地区)●建ぺい率・容積率／70％・200％
●学区／千歳小、山形四中
●交通／JR羽前千歳駅1km
●備考／築古建物有

山辺町近江
【戸建】

１,０５０ 万円

大江町左沢
【戸建】

Ｈ22お風呂･ﾄｲﾚ･洗面化粧台入替 JR左沢駅へ600ｍ
●土地／263.92㎡（79.83坪）
●建物／79.49㎡(24.04坪)
●構造／木造平家建（４ＤＫ）
●築年月／昭和59年11月
●学区／相模小・山辺中
●交通／近江公園前バス停徒歩3分
●備考／カーポート2台分有

南陽市三間通
６７０万円

【戸建】

南陽市中心部◆車庫付住宅
●土地／266.23㎡(80.53坪)
●建物／209.15㎡(63.26坪)
●構造／木造2階建（６ＤＫ）
●築年月／昭和54年9月
●学区／赤湯小・赤湯中
●交通／南陽駅徒歩10分
●備考／駐車4台

現金買取り致します。

令和元年内に譲渡 ( 売却 ) すると

空き家の譲渡所得

3,000 万円特別控除

４００ 万円
小学校近く

●土地／279.13㎡（84.43坪）
●建物／180.60㎡(54.63坪)
●構造／木造3階建（８ＤＫ）
●築年月／築年不詳･昭和48年11月増築
●学区／左沢小・大江中
●交通／JR左沢駅徒歩8分●備考／水回
りﾘﾌｫｰﾑ歴有(時期不詳)

新庄市本合海
６００万円

相続より

3 年以内

S56.5.31
以前の建物

が受けられます
※諸条件有り

被相続人が
直前まで居住
していた

【店舗住宅】

1F店舗事務所として利用可
●土地／319.26㎡(96.57坪）
●建物／402.44㎡(121.73坪)
●構造／鉄骨造2階建（居宅部8LDK）
●築年月／平成6年9月
●学区／本合海小・八向中
●交通／本合海局前バス停徒歩1分
●備考／小学校まで約300ｍ

※1 宅地の造成及び建物の建築はできません。建物建築等には開発許可が必要です。

即

相続と空き家の相談窓口

無料相談！！ 無料査定！！ 秘密厳守！！

広告有効期限
令和元年9月末

◆安心の無料査定･無料相談
◆不動産のプロフェッショナル
公認不動産ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾏｽﾀｰ常駐

当社のワンストップサービスで

相続・空き家問題を解決！
ライフパートナー 山形

で検索

